
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関

日 本 側 拠 点 機 関： 大阪大学 
 

（イラン・イスラム共和国    ）拠点機関： テヘラン大学 
  ）拠点機関：  （  

（    ）拠点機関：  

 
２．研究交流課題名 

（和文）： シーア派イスラム文化理解に対する日本からの提言                     

                   （交流分野：イスラム文化        ）  
te Islamic Culture（英文）：Japan’s Proposition toward a Greater Understanding of Shii         

e                   （交流分野：Islamic Cultur         ）  
/AAPlatform.html                     研究交流課題に係るホームページ：http:// www.osaka-gaidai.ac.jp/~mes/persian

 
３．開始年度 

３年目）  平成 １７ 年度（  
 

 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日

４．交流実施期間（業務委託期間）

 

制 
 

・氏名）：大学院言語文化研究科・教授・森茂男 
：大学院言語文化研究科・教授・森茂男 

 協力機関：国立民族学博物館、明治大学 
 

織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
国（地域）名：イラン・イスラム

拠点機関：（英文）University of Tehran 
      （和文）テヘラン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Theology, Professor, Mehdi 

Mohaqqeq 

 
５．実施体

日本側実施組織

 拠点機関：大阪大学 
 実施組織代表者（所属部局・職

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）

 事務組織：大阪大学国際部国際交流課国際交流推進係

 
 
相手国（地域）側実施組

（１） 共和国 
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 協力機関：（英文）University of Shiraz, Center of Written Heritage, Center for the 
Great Encyclopedia of Islam, The Academy of Persian Language and Literature, 
Cultural Research Bureau 
      （和文）シーラーズ大学, , 

究交流目標 

 イラン・シーア派イスラム文化を根本的に理解するため、毎年度、実施する国際セミナ

ーおよび共同研究等を も特に言語史の問題を含めたペルシア古典

、民衆意識と関わる

 

②両国の研究者の共同研究に関する目標 
両国の研究者は、共通のテーマで共同研究を行う。具体的には、「シーア派イスラム文化

理解に対する日本からの提言」を研究課題・テーマ名とし、共同研究および双方が持つ研

、それぞれの弱点を

を目指す。 
 

③社会へ向けた提言に関する目標 
。単なる日本人を含

文化理解の促進ではなく、イラン人研究

者の参加により、日本の主導ならではの学術的な指摘を行う。 
 

文書財産センター イスラム大百科事典センター、

ペルシア語・ペルシア文学院, 文化研究所 
       
６．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研

 
①研究者の交流に関する目標 

通して、人文科学の中で

文学、現代社会との関わりに焦点を当てたペルシア現代文学、そして

イラン伝承文化論の３分野を中心とした交流を実施する。

 

究手法の融合の２点を中心に行う。この結果、両国の研究力について

相互に補完しあう形で発展させること

 ①および②の成果として、人文科学の立場から社会への提言を行う

む外国人研究者によるイラン・シーア派イスラム
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 平成１８年度に引き続き、研究交流課題の目的に沿う形で、イラン・イスラム共和国の

イスラム教シーア派の人々の言語・文化など人文科学の分野の研究に対象を絞った共同研

成１９年度も前年度までに行ってきた共同研究をさらに発展させる形で、

山岸、小野寺）がイ

知見の交換を行い、

に参加した。 

平成１９年度もイラン・イスラム共和国および日本で一回ずつ（計 2

ンのイスラム大百科事典センターにおいて「国

ーの内容は、民間信

仰や伝統的思想を含む思想・信仰を対象に、日本側研究者１０名およびイラン側研究者５

であった。 
イエンスセンターに

た。同セミナーの内

容は、特にイラン民俗学・民族学に視点を当てて、日本側研究者９名およびイラン側研究

のであった。本セミナーは３年度にわたる本プログ

ラムの総括的会合としての位置づけでもあった。 

研究者の間では、

きたが、共同研究やセミナーのような学術会議を行うには事前

した。この派遣期

豊中市の千里ライフ

日本側参加研究者１

佐々木、ターヘリー、小野寺、ラジャブザーデ、森、藤元、竹原、レザー

イーバーグビーディー、高橋）が参加し、共同研究およびイランにおけるセミナー(S-1)お
よび日本におけるセミナー(S-1)にかかる調整、本プログラムの成果公開の方法などについ

て討議を行った。 

究を行った。平

日本側研究者（ターヘリー、レザーイー・バーグビーディー、竹原、

ランへ赴き、人文科学の視点による資料収集およびイラン人研究者との

イラン滞在中にセミナー(S-1)に参加した。また、イラン側研究者（Shahshahani、Bolookb

ashi, Modarresi Tehrani, Taqiyan, Vakilian, Mazdapour）が来日し、主に民俗学・民族

学の分野で日本人研究者と知見を交換し、来日期間中にセミナー(S-2)

 

７－２ セミナー 

昨年度に引き続き、

回）実施した。それぞれのセミナーの概要を次に示す。 
 平成１９年９月６日および７日にテヘラ

際セミナー『イランとイスラム：思想と信仰』」を実施した。同セミナ

名の双方が研究成果を発表するもの

 平成２０年１月１２日および１３日に大阪府豊中市の千里ライフサ

おいて、「国際セミナー『イランとイスラム：文化と伝統』」を実施し

者６名の双方が研究成果を発表するも

 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成１８年度までの研究者交流により、日本側研究者およびイラン側

一定の信頼関係を構築して

の調整が必要であるため、日本側参加研究者（ラジャブザーデ）を派遣

間中にセミナー(S-1)に参加した。 

 また、日本側参加研究者が最終年度となる平成１９年度の研究交流全般について協議し、

情報共有を行い、研究交流目標を達成することを目的として、大阪府

サイエンスセンターに集まり、打ち合わせ会議を行った。具体的には

０名が（藤井、
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 日本側拠点機関であった大阪外国語大学が平成１９年１０月に大阪大学と統合した

こ 結していた大学間交流

学外国語学部と世界言語研究センターがその内容を引き継ぐ形

究センターが文書財

引き継ぐ形で研究

めている。平成１

、イスラム大百科事

がイランにおける中

め、円滑に本研究交

 

８－２ 学術面の成果 

とっては、前年度に引き続き、セミナー、共同研究、研究者交流を通し

て、これまで交流してきたイラン側の協力研究者に加え、新たに協力研究者となった研究

、イランの口承文芸

にとっては、これま

れた点が成果である

と考える。また、セミナーでは日本側とイラン側の双方の研究者から日本とイランの文化

共有できたことは、

行われたセミナーに

森茂男）によって、２年半におよぶ本研究交流事業

の学術的意義を含む成果について報告があった。 

０代の日本側参加

述べたように大阪

中堅以上の研究者を

に行われた５回のセ

に扱われる形で発表したことになった。

学術的成果もさることながら、若手研究者がイランでの活動や比較的大きな規模の会合で

話すことを経験することで、明らかに研究上必要な度胸がついた点が見て取れる。このこ

とから若手研究者育成は順調に進んでいると言える。 

とにより、それまでイラン側拠点機関であるテヘラン大学と締

協定は、原則として大阪大

で協定を締結しなおした。同じく、大阪大学外国語学部と世界言語研

産センター、イスラム大百科事典センター、文化研究所との協定内容を

協力体制を維持している。シーラーズ大学についても同様の手続きを進

９年度は、平成１８年度に引き続き、イランでのセミナー開催に際し

典センターが会場を提供し、日本でのセミナーに際しては文化研究所

心的に事務を行うなどイラン側の事務的な役割分担が明確であったた

流事業を進めることができた。

 

 日本側研究者に

者と交流し、知見を交換できたこと自体が成果であると言える。また

等に関する現地調査についての現地調査を実施した。イラン側研究者

でと同様に、セミナーなどを通して日本で行うイラン研究の実例に触

比較の視点からの研究発表が複数あり、双方の研究者がその研究内容を

本研究交流事業の特徴といえる成果である。平成２０年１月に大阪で

おいては、日本側コーディネーター（

 
８－３ 若手研究者養成 

 前年度に引き続き、博士後期過程の大学院生をはじめとする２０～３

研究者がセミナーや共同研究において積極的な活動を行った。７－３で

府内で打ち合わせ会議を実施したが、大学院生の２名の日本側参加研究者（高橋、小野寺）

も会議に参加した。セミナーにおいても、博士後期課程の大学院生と

全く区別せず全く同等に扱った。結果として、本研究交流事業期間中

ミナーすべてにおいて大学院生が他の研究者と同等
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８－４ 社会貢献 

 平成 20 年１月に実施した国際セミナー「イランとイスラム：文化と伝統」について、読

売新聞（平成 20 年 1 月 10 日付およびネット版平成 19 年 12 月 25 日付）が実施前に記事

として掲載した。 

研究者以外の聴講

が国際的に注目され

ていたため、イラン関係の研究者や学生のほか、関連する官公庁や一般の聴

説得力を持って示

取り巻く国際的な

要性を説き続けるこ

た。 

８－５ 今後の課題・問題点 

して、日本側参加研究者とイラン側参加研究者はセミナー等を通し

示したような日本と

題が出はじめたが、

事業期間が継続したなら、さらに成果が出たであろうと考える。とはいえ、今後の関係維

了後も、継続してイ

していきたい。 
 
 

発表された論文 

 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの３本 

（※ 別添論文リスト参照） 

 

 

 

 イランおよび日本で実施した２回のセミナーの会場においては、参加

を認めた。なお、日本で実施したセミナーでは、前年に増してイラン

る状況が続い

講があった。多様な業種の聴講者を前に、文化の相互理解の重要性を、

すことができたことは社会へ対する大きな成果である。また、イランを

状況下においてなお、時流に流されることなくシーア派文化理解の重

とにより、先進国としての我が国の学界の節度を社会に示すことができ

 

 本研究交流事業を通

て関係を構築してきた。特に、３ヵ年目の本年度になって、８－２で

イランの比較文化学的視点など、当初ほとんど想定していなかった課

持には十分な相互信頼を築くことができたので、本研究交流事業の終

ラン側拠点機関、協力機関、参加研究者と関係を維持

 

８－６ 本研究交流事業により

  平成１９年度論文総数 ３本 

  うち、相手国参加研究者との共著０本 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 
イラン    合計 

派遣元 
日本 

日本 
実施計画  7/111  7/111   

実績 5/85   5/85  

イラン
実施計画 6/60  

 
   6/60 

実績   6/60 6/60  

米国

(日本側参

計 0/0 14   実施

加者) 

画 1/   1/14 

実績 0/0 16   1/16 1/

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 6/60 8/125    14/185 

実績 6 101   12/161 6/60 /  

 

日数を記載してくだ

） 

 

９－２ 国内での交流実績 

 績 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。

 

実施計画 実 

 １４／ ２２（人／人日） １３ ／ ２０（人／人日） 

 

 

 


